
ジャンル変更のご案内 

12月12日（水）より 

  バニラの検索機能がリニューアル致します！ 

上記変更により、店舗様には「ジャンル」「待遇」 
               の再設定が必要となります。 
 
 

 
  変更日時：2018年12月12日（水） 
 
設定可能日時：2018年11月19日（月） 
 
 
 
 
  変更の流れにつきましては、次ページ以降をご参照ください 

店舗様・代理店様から多数のご要望を頂いておりました、 

検索項目を全て見直し、新たな名称に生まれ変わります。 



既存掲載店舗様につきまして 

 

【ジャンル】 

■変更が必要のないジャンル…自動的に変更致します 

■変更が必要なジャンル…ミライトより各代理店様にリストを 

送付致します。12月7日までにご返信頂いた内容をもとに弊社にて 

2018年12月12日にジャンルを変更致します。 

（対象ジャンル：イメクラ・SM／M性感・派遣アロマエステ・一般エステ） 

 

 

【待遇・わがまま】 

「わがまま」が廃止となり、「こだわり」項目として集約されます。 

これに伴いまして、店舗様にて待遇の見直しが必要となります。 

 

11月19日に店舗様管理画面に「こだわり」項目を新設致します。 

「待遇」・「わがまま」から名称変更にてスライドする項目 

└すでにチェックの入った状態となります。 

 

12月11日までにご希望の「こだわり」にチェックを入れて頂ければ 

12月12日よりユーザーページに反映されます。 



新規掲載店舗様につきまして 

 

【ジャンル】 

掲載申し込み画面に11月19日より「新業種」の項目を追加致します。 

大変お手数ですが、リリース前までは業種項目を2箇所設定して 

頂けますようよろしくお願い申し上げます。 

■「業種」…12月11日までの業種 

■「新業種」…12月12日以降の業種 

 

 

【待遇・わがまま】 

ジャンル同様、掲載申し込み画面に11月19日より「こだわり」 

項目を追加致します。 

 

12月12日以降にユーザーページに反映される項目となりますが、 

掲載申し込み時に、既存の「待遇」と併せて選択して頂けますよう、 

よろしくお願い申し上げます。 

 

ジャンル・こだわりの変更内容は次ページ以降をご参照ください 



ジャンル リニューアル後名称 
ジャンル変更 

要・不要 
対応方法 

ソープランド ソープ 不要 名称変更のみ 

ファッションヘルス 
（店舗型ヘルス） 

店舗型ヘルス 不要 名称変更のみ 

ホテヘル ホテヘル 不要 変更なし 

イメクラ 
（イメージクラブ） 

廃止 要 他ジャンルへ変更 
（こだわり条件でイメクラを選択可能） 

SM・M性感 廃止 要 他ジャンルへ変更 
（こだわり条件でSMもしくはM性感を選択可能） 

エステマッサージ 
(回春・性感) 

風俗エステ 不要 風俗エステに統合 

ピンクサロン 
（キャンパスパブ） 

ピンサロ 不要 名称変更のみ 

オナクラ（手コキ） オナクラ 不要 名称変更のみ 

デリヘル 
（デリバリーヘルス） 

デリヘル 不要 名称変更のみ 

高級デリヘル 廃止 不要 
デリヘルと統合 

（こだわりで高級店を選択可能） 

派遣アロマエステ 廃止 要 
風俗エステに統合 

（一般エステ店は新ジャンル 
風俗エステ店は風俗エステへ変更） 

セクキャバ・おっパブ セクキャバ 不要 名称変更のみ 

ランジェリーパブ 廃止 不要 キャバ・ガールズバー・ランパブに統合 

交際クラブ 交際クラブ 不要 変更なし 

AV女優 AV女優 不要 変更なし 

ライブチャット・ 
チャットレディー 

ライブチャット・ 
チャットレディ 

不要 変更なし 

カールズバー 廃止 不要 キャバ・ガールズバー・ランパブに統合 

キャバクラ（キャバ） 廃止 不要 キャバ・ガールズバー・ランパブに統合 

その他 その他 不要 変更なし 

一般エステ 新設 要 一般エステ店のみ登録可能 



こだわり名称 新設 or 名称変更 現在の名称 変更内容 

個室待機OK 名称変更 個室待機あり 名称変更のみ 

自宅待機OK わがままから変更 - 
わがままからスライド 

＜わ＞自宅待機で働けるお仕事 

送迎あり - 送迎あり 
わがままからスライド 
＜わ＞終電後は送りあり 

寮あり - 寮あり 変更なし 

託児所提携 名称変更 託児所あり 名称変更のみ 

子持ち・シンママ・主婦
歓迎 

わがままから変更 - わがままからスライド 
＜わ＞人妻・バツイチ・子持ちOKなお仕事 

タトゥー・傷跡OK わがままから変更 - 
わがままからスライド 

＜わ＞タトゥー・傷・手術痕OKなお仕事 

アリバイ対策あり - アリバイ対策あり 変更なし 

社会保険完備 わがままから変更 - 
わがままからスライド 

＜わ＞社会保険が完備されているお店 

生理休暇あり - 生理休暇あり 変更なし 

完全ゴム着用 わがままから変更 - わがままからスライド 
＜わ＞完全にゴム着用で接客できるお仕事 

手だけ・見るだけ・ 
受け身なし 

わがままから変更 - 
わがままからスライド 

＜わ＞手だけ・見てるだけでいいソフトなお
仕事 

裸にならない わがままから変更 - わがままからスライド 
＜わ＞裸にならなくても大丈夫なお仕事 

イメクラ・コスプレ わがままから変更 - 
わがままからスライド 

＜わ＞コスプレのできるお仕事 

マットサービス 新設 - 任意項目 

SM 新設 - 任意項目 

高級店 新設 - 任意項目 

ぽっちゃりでもOK 新設 - 任意項目 

早朝営業 わがままから変更 - わがままからスライド 
＜わ＞早朝or深夜の時間で働けるお仕事 

深夜営業 わがままから変更 - わがままからスライド 
＜わ＞早朝or深夜の時間で働けるお仕事 



こだわり名称 新設 or 名称変更 現在の名称 変更内容 

24時間営業 新設 - 任意項目 

安心の大手グループ 新設 - 
グループページ掲載店舗のみ 

選択可能 

男性スタッフ募集中 新設 - 
メンズバニラ掲載店舗のみ 

選択可能 

給与保証制度あり - 給与保証制度あり 変更なし 

日払いOK 名称変更 日払い可能 名称変更のみ 

短期・短時間・単発OK 名称変更 
短期・短時間でも

OK 
名称変更のみ 

バック率がいい（70％以上） わがままから変更 - 
わがままからスライド 

＜わ＞バック率が70％以上のお仕事 

罰金・ノルマなし - 罰金・ノルマなし 変更なし 

副業・Wワーク歓迎 わがままから変更 - わがままからスライド 
＜わ＞他のお仕事と掛け持ちしてもOKなお店 

月1出勤OK わがままから変更 - 
わがままからスライド 

＜わ＞月1回出勤でも働けるお仕事 

生理中出勤OK 新設 - 任意項目 

面接交通費支給 - 面接交通費支給 変更なし 

出張面接あり - 出張面接あり 変更なし 

講習なし わがままから変更 - わがままからスライド 
＜わ＞完全マニュアルで講習一切ナシのお店 

30代歓迎 人妻ページのみ新設 - 人妻バニラ設定画面より選択可能 

40代歓迎 人妻ページのみ新設 - 人妻バニラ設定画面より選択可能 

50代歓迎 人妻ページのみ新設 - 人妻バニラ設定画面より選択可能 

60代歓迎 人妻ページのみ新設 - 人妻バニラ設定画面より選択可能 

女性店長がいる 新設 - 任意項目（店舗詳細のみ表示） 

性病検査実施 新設 - 任意項目（店舗詳細のみ表示） 

女性講習員がいる 新設 - 任意項目（店舗詳細のみ表示） 



わがまま or こだわり 廃止される待遇 

わがまま ずっと最低給与を保証してくれるお仕事 

わがまま 毎回交通費がもらえるお仕事 

わがまま 頑張れば随時昇給・ボーナスがあるお仕事 

わがまま マスコミ手当のあるお仕事 

わがまま うちだけですよ！な特別待遇のあるお仕事 

待遇 1日体験入店可能なお仕事 

待遇 未経験者大歓迎 

待遇 長期休暇OK 

待遇 特別ボーナスあり 

待遇 衛生対策あり 

わがまま 制服・備品賞与 

わがまま バンス制度のあるお仕事 



★ 

★ 新こだわり設定項目 



【新こだわり設定項目】 
※現在設定して頂いている「待遇」「わがまま」をもとに 
自動的に割り振りチェック済みの状態で店舗管理画面に追加致します。 
 
新設のこだわりにつきましては、大変お手数ですが店舗様にて 
チェックの追加をお願い致します。 

★ 

【無料掲載中の店舗様のジャンル変更に関して】 
 

ミライトにて設定しております「店舗型」「派遣型」の設定をもとに、 
「変更が必要なジャンル」につきましては下記にて一律で変更させて頂きます。 
 
店舗型…店舗型ヘルス 
派遣型…デリヘル 
 
ご担当の無料掲載店舗様で上記ジャンル以外を希望の場合は、 
12月中に「1回のみ」ジャンル変更を受付致しますので大変お手数ですが、 
ミライトまでご連絡くださいませ。 
 


